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タイムスケジュール

DAY 1 1月20日木
第1会場 第2会場 ポスター会場 第3会場

ホール（1F・2F） アイシアター（1F） ロビー（1F） 203会議室（2F）
8:30

9:00

10:00
10:00-11:30

幹事会

11:00

12:00

13:00
13:00-

ポスター 
貼付

13:20-13:30 開会式
13:30-14:20 レジェンドレクチャー

「JPICの設立からAmplatzer Septal  
Occluderの臨床使用開始まで」

座長：大月 審一　　演者：越後 茂之

13:30-14:18 一般演題1
「バルーン」

座長：喜瀬 広亮・小野 博
O1-1〜6

14:00
14:00-

ポスター 
掲示14:30-15:40

会長要望演題1
「Nightmare Session；should have  

done or shouldn't have done」
座長：須田 憲治・上田 秀明

14:30-15:10 会長要望演題2
「CHDに対するカテーテルアブレーション」

座長：豊原 啓子・鈴木 嗣敏15:00

15:15-16:05　スポンサードセミナー1
「小児循環器治療におけるコイル塞栓術」

座長：田中 敏克　演者：長友 雄作・金 成海
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社16:00

16:00-16:50　　　海外招請講演1（オンライン）
「Stenting of the right ventricular  
outflow tract in Fallot-type lesions」

座長：藤井 隆成　　演者：Oliver Stumper

16:12-17:00 一般演題2
「コイル」

座長：大木 寛生・大西 達也
O2-1〜6

17:00
17:00-18:00 シンポジウム1

「ファロー四徴に対するpalliation； 
ShuntかRVOTステントか？」
座長：坂本 喜三郎・中川 直美

コメンテーター：Oliver Stumper

17:10-17:58 一般演題3
「ステント」

座長：矢崎 諭・馬場 健児
O3-1〜6

18:00
18:00-

ポスター
発表

19:00

P1-1〜7「ADO」 P4-1〜9「バルーン」
座長：松裏 裕行 座長：石井 徹子
P2-1〜6「Fontan/単心室」 P5-1〜7「合併症とその回避のための工夫/PVO 他」
座長：田原 昌博 座長：安田 謙二
P3-1〜5「ステント」 P6-1〜7「新生児・乳児期の治療」
座長：中嶌 八隅 座長：近藤 麻衣子
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DAY 2 1月21日金
第1会場 第2会場 第3会場

ホール（1F・2F） アイシアター（1F） 203会議室（2F）
8:30

8:30-9:10 教育講演1
「カテーテルとガイドワイヤーの使い方： 

その基本と応用」
座長：上田 秀明　　演者：宗内 淳9:00

9:10-10:30

小池一行賞・JPIC賞

座長：大月 審一・小林 俊樹

9:40-10:20 一般演題4
「画像診断」

座長：早渕 康信・荻野 佳代
O4-1〜5

10:00

10:30-11:20　スポンサードセミナー2
「小児カテーテル治療における国産デバイスの実力」

座長：瀧聞 浄宏　演者：石垣 瑞彦・長友 雄作
共催：株式会社カネカメディックス

10:35-11:25　　　海外招請講演2（オンライン）
 「A Novel Stent Design for Congenital 
Heart Disease – the G-ARMOR Stent」

座長：赤木 禎治　　演者：Gareth J Morgan

11:00

11:35-12:35 ランチョンセミナー1
「拡がるTPVI，新たな治療選択肢を 

－Harmonyへの期待、日米からの考察－」
座長：西川 浩　演者：富田 英・John P Cheatham

共催：日本メドトロニック株式会社

11:35-12:35 ランチョンセミナー2
「〜The Future is Now〜 – Piccolo Occluder is 

revolutionizing how we treat our smallest patients」
座長：須田 憲治  演者：金 成海・Evan M Zahn

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

12:00

12:45-

総 会

JCICレジストリー説明会

表彰式

13:00
13:00-16:30

JCICデバイス回収
ハンズオンセミナー

14:00
14:00-14:15　　　　　YIA記念講演　座長：脇 研自

14:20-15:30
シンポジウム2

「Piccolo Occluder時代における 
新生児乳児動脈管の治療戦略と 

今後の展望」
座長：江原 英治・笠原 真悟

14:20-15:10
会長要望演題3

「PVOに対する治療戦略」
座長：田中 敏克・檜垣 高史15:00

15:20-16:10　スポンサードセミナー3
「ASD閉鎖治療のカテーテル適応とデバイスの

選択 〜留置形態に関してFFⅡの許容力〜」
座長：西川 浩　演者：大木 寛生
共催：日本ライフライン株式会社

15:40-16:30 特別講演1
「循環器内科領域における 
カテーテル治療の最前線」

座長：鎌田 政博　　演者：門田 一繁

16:00

16:20-17:10 会長要望演題4
「動脈管開存の治療戦略； 

どの症例にどのデバイスを？」
座長：藤本 一途・宗内 淳

16:40-18:10

シンポジウム3
JCIC-PMDA ジョイントシンポジウム

「VSD（筋性部を除く）カテーテル閉鎖術を 
日本に導入するには？」

座長：富田 英・相澤 浩一
デイスカッサント：方 眞美

17:00

17:20-18:08 一般演題5
「PDA」

座長：高橋 信・松尾 久実代
O5-1〜618:00

18:25- 32th JCIC 特別企画
目指せ、もう一つの “YIA” 

（Young Interventionalist Award)！
「施設対抗 若手JCIC選手権 in 倉敷」

19:00

※オンライン開催変更に伴い中止となりました

※オンライン開催変更に
伴い中止となりました
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DAY 3 1月22日土
第1会場 第2会場

ホール（1F・2F） アイシアター（1F）
8:30

8:30-9:10 教育講演2
「心臓構造からみた侵襲的不整脈治療の問題点」

座長：杉山 央　　演者：井川 修9:00

9:10-10:10
会長要望演題5

「この症例をどうする？ 
Case discussion」

座長：瀧聞 浄宏・片岡 功一

9:15-10:05 スポンサードセミナー4
「小児領域におけるコイル塞栓術」

座長：上田 秀明　演者：檜垣 高史・阿部 忠朗
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社10:00

10:20-11:10 特別講演2
「放射線科医によるIVR 〜塞栓術と画像診断〜」

座長：林　 知宏
演者：今峰 倫平

10:20-11:08 一般演題6
「合併症/手技」

座長：阿部 忠朗・高室 基樹
O6-1〜611:00

11:20-12:20 ランチョンセミナー3
「Experience with the GORE® CARDIOFORM ASD 

Occluder: ASSURED Trial and Clinical Cases」
座長：須田 憲治　演者：Allison K. Cabalka

共催：日本ゴア合同会社

11:20-12:20 ランチョンセミナー4
「New AZUR series has come  
〜AZURへの ”膨らむ“ 期待〜」

座長：大月 審一　演者：金 成海・上田 秀明
共催：テルモ株式会社

12:00

12:30-13:30 シンポジウム4
「心房中隔欠損カテーテル閉鎖術； 

どのデバイスをどの症例に？」
座長：矢崎 諭・金 成海

 コメンテーター：Allison K. Cabalka

12:30-13:26
一般演題7

「新生児、乳児期の治療」
座長：佐川 浩一・石垣 瑞彦

O7-1〜7

13:00

13:40-14:30
会長要望演題6

「Fontan循環改善のためのカテーテル治療」
座長：馬場 健児・伊吹 圭二郎

13:40-14:36
一般演題8

「ASO、FFⅡ」
座長：星野 健司・西川 浩

O8-1〜7

14:00

14:40-15:40
JCIC-CVIT 

ジョイント・セッション
「小児と成人のデバイス選択の違い」

座長：杉山 央・原 英彦

14:40-15:20 一般演題9
「Fontan/門脈体循環シャント」

座長：齋木 宏文・犬塚 亮
O9-1〜5

15:00

15:40-15:50 閉会式

16:00

17:00

18:00

19:00




